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■ハローワーク千葉出張相談■　職業の相談や紹介などを無料で行います。　とき●2月23
日（木）午前 10時～午後 3時（正午～午後 1時までを除く）　ところ●横芝光町役場　東側玄関 
ロビー相談室　問合せ●ハローワーク千葉　職業相談第 1部門☎ 043-242-1181

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・労働安全衛生管理者・ソーシャルワーカーなどが
相談に応じ、問題解決に当たります。　とき● 2月 25 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉
市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所☎ 043-225-4567

暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者にお問い合わせください。
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The information of the living市外局番の記載がないものはすべて「0479」です。

どちらも参加無料です
ギャラリーなかまち 

■加瀬達郎 【作陶展】
とき● 2月 4日（土）～ 12日（日）
　午前 10時～午後 4時 30分
問合せ●秋葉☎ 76-2352
■フォトサークルさざんか【写真展】
とき● 2月 17日（金）～ 23日（木）
　午前 9時～午後 4時まで
　（最終日は午後 3時まで）
問合せ●金村☎ 79-3705

華やかなひととき「振袖展」
ぎゃらりぃトキノオト 

　入場無料ですのでお気軽にお越し
ください。
とき● 2月 3日（金）～ 20 日（月）
　毎週金曜 :午後 1時 30 分～ 4時
　毎週土日月曜 :午前 10 時 30 分
　～午後 4時
ところ●多古町北中 2086-8
※着物の販売ではありません。
問合せ●小島;080-5493-9843

ぜひお越しください
航空科学博物館 

■飛行機工作教室
　ゴム動力飛行機を作って飛ばす教
室を開催します。
とき● 2月 11 日（土・祝）・12日（日）
　午後 1時～ 2時 30 分
参加費● 300 円
定員●各日 40 名
　（原則小学生以上）

■航空アート展 【入館料のみ】
　航空をテーマとしたアート作品を
紹介します。
展示期間● 3月 26 日（日）まで

共通問合せ●航空科学博物館
　☎ 78-0557

小学生も親子で参加できます
早春の健康ウォーキング 

とき● 2月 26日（日）※雨天中止
　午前 8時コミュニティプラザ出発
ところ●皇居周辺
参加費● 1人 1,500 円
対象●町在住・在勤の方
定員●25名（応募多数の場合は抽選）
申込み・問合せ●2月2日（木）～10日 
（金）までにコミュニティプラザ内
生涯学習課社会教育係☎ 76-7811

初心者も経験者も大歓迎！！
スポ少剣道クラブ 

とき●毎週日曜・隔週木曜
　【日曜】午前 9時 30 分～ 11 時
　【木曜】午後 7時～ 8時
ところ●【日曜】中村小体育館
　　　　【木曜】中村小体育館または
　　　　　　　多古中体育館
参加費● 4,300 円（保険・登録料込）
※高校生以上は金額が変わります。
申込み・問合せ●コミュニティプラザ 
内生涯学習課社会体育係

　☎ 76-7811 

催しもの 募集

空港シャトルバス利用状況

延べ 5,507人
（1日平均 177.6人）

12月

対前年同月比 28.2％増 文化ホールからお知らせ
問合せ●コミュニティプラザ内　生涯学習課文化係☎76-7811（月曜・祝日休館）

チケット販売所●平山書舗・木内書店・JA直売所「四季の里」
　　　　　　　　多古町コミュニティプラザ

募集人数●１名
募集期間●2月1日（水）～15日（水）
採用予定●4月1日（土）
身分●地方公務員
手当●通勤・住居・扶養手当 等
提出書類●履歴書
問合せ●多古中央病院庶務係
　☎76-2211

多古中央病院
医療事務職員を募集します

林家三平 春風亭一之輔 桂右女助

チケット発売中

　フラダンスやピアダンス、社交ダンスを中心に、モダンバレエ、ヒップホッ
プやストリートダンス、フラメンコ、よさこい鳴子踊りに日本舞踊と9種類
のバラエティ豊かなダンスを一度にご
覧になれます。ぜひご来場ください。
とき●2月19日（日）【開演】正午
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
主催●多古町文化協会ダンス部
後援●多古町教育委員会
問合せ●勝又☎76-4560
※当日は、パンやおにぎり、飲み物など 
を文化ホールロビーで販売いたします。ただし、客席での飲食はできません。

地球のステージ　大切な「いのち」みつめる講演会
　困難な環境のなかで生きる子どもたちの輝く目、私たちの中から消えさろ
うとしている大切な「いのち」の尊さを教えてくれる講演会です。
とき●3月26日（日）　【開場】午後1時30分　【開演】午後2時
チケット料金●2,000円　〔全席自由〕
※小学生、中学生、高校生は入場無料（要予約）
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
チケット取扱・問合せ●大切な「いのち」みつめる講演会　実行委員会
　☎76-2010（時宝堂内）

※詳しくは別紙の折込案内をご覧ください。
申込み・問合せ●生涯学習課社会教育係☎76-7811

　笑点でおなじみの林
家三平、現在最も注目
されている新進気鋭の
噺家！春風亭一之輔、
多古町出身の桂右女助
が満を持して登場！

とき●3月25日（土）【開場】午後3時30分　【開演】午後4時
チケット料金●3,000円　[ 全席指定 ]　※小学生未満は入場不可

多古特選落語会 ～三平・一之輔・右女助　三人会～

多古町ダンスフェスティバル2017 

出会い・発見・感動

新たな挑戦
心豊かな生活の講座

ゆうゆう塾（旧高齢者大学）
参加者募集中

くらしの情報

■国民健康保険税
■介護保険料　■水道料
■後期高齢者医療保険料
※�口座振替日は2月28日（火）です。納
期限後の再振替はできませんので、
ご注意ください。

今月の納税等

問保健福祉課健康づくり係
　☎76-3185

会場：保健福祉センター
受付時間：午後1時10分～1時45分
■健診
乳児健診●2月8日（水）
　�平成28年3月～4月生まれの乳児
と未実施者

1歳6カ月児健診●2月10日（金）
　�平成27年6月～8月生まれの幼児
と未実施者

3歳児健診●2月17日（金）
　�平成25年9月～10月生まれの幼
児と未実施者

子どもの健診

問匝瑳市ほか二町環境衛生組合
　☎72-3036
　生活環境課環境係
　☎76-5406

　回収日の当日、朝8時までに出
してください。特に、路上集荷
の箇所は交通の妨げとなるので、
収集日以外はごみを置かないよ
うご協力をお願いします。

■可燃ごみ
ごみステーションごとに決めら
れた曜日で収集します。
■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定のシールや袋を使用し
てください。土・日・祝日でも
収集します。
久賀地区●5日・19日
多古地区●6日・20日
中・常磐地区●7日・21日
■使用済み小型家電
携帯電話、デジカメ、電話機な
どの小型家電は回収ボックスへ
設�置場所●役場、コミュニティプ
ラザ、保健福祉センター　他

■粗大ごみ
電化製品や家具などの粗大ごみ
は、直接環境衛生組合に搬入し
てください。
受付●平日および第2日曜日
　�午前8時～11時30分
　午後1時～4時30分
料金●100kg ごとに400円
※�エアコン、テレビ（ブラウン管・
液晶・プラズマ）、冷蔵庫（冷凍庫）、
洗濯機、衣類乾燥機は、リサイク
ル券（郵便局で事前に購入）と別途
料金がかかります。

ごみの出し方

住民課･税務課休日開庁日

女性大学
役立つ生きた情報
女性のための講座

みんなで人権を考える集い in 多古
とき●2月4日（土）　午後1時30分～4時
　　　【開場】 午後1時
ところ●コミュニティプラザ文化ホール
講師●道志　真弓　氏
演題●「生きているって幸せ」
※ 講演以外にも多古中・多古高吹奏楽部合同の演奏、
中学生による人権作文の発表があります。
問合せ●住民課住民係☎76-5401

平成28年度　地域人権啓発活動活性化事業

入場
無料
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